昭和大学薬学部サマーオープンキャンパス プログラム
日
時
場
所
スケジュール
受
付

： ２０１９年８月２日（金） １０：００～１４：００
： 昭和大学 上條記念館
： プログラムとフロア案内をご参照のうえ、ご自由に見学ください。
： 上條記念館エントランス（フロア案内参照） ※プログラムの詳細は中面をご確認ください。
説明

プログラム
薬学部の特色
①10：30～10：55
②12：20～12：45
薬学部の入試
①11：00～11：25
②12：50～13：15
学費・奨学金・国家試験対策・就職等
①11：30～11：50
②13：20～13：40
臨床薬剤師へのキャリアアップ
①11：55～12：10
②13：45～14：00

内容
★昭和大学の特色あるチーム医療教育を紹介します。
★入学試験の概要や入試情報について説明します。
★学費や入学後の費用、それらに対する奨学金制度、国家試験対策や就職
・進学について、主にご父母を対象として説明します。
★卒業後の臨床薬剤師へのキャリアアップについて説明します。
★薬学部の紹介ＤＶＤを上映します。
寮生活の楽しさがわかるＤＶＤを上映します。

ＤＶＤ上映（各２０分程度）

体験・見学
昭和大学病院の薬剤部・救命救急センター見学
チーム医療で、患者に適切な
★昭和大学病院薬剤部と救命救急センターが見学できます。
薬物治療を提供する
（同伴者見学不可）
～薬剤部・救命救急センター見学～
お申込み時間になりましたら、1 階エントランスにご集合ください。
「医療を支える臨床薬剤師」模擬体験
キチンと薬が飲めるように支援する
★薬剤が簡単に取り出せる器具、薬がツルッと飲みやすくなる水オブラート法
～服薬支援体験～
そしてお薬をチューブを通して投与するための簡易懸濁法が体験できます。
★薬効評価に有用な指標である血圧、脈拍、肺音、腸音等の測定手技等が
体験できます。また、未来に向けて、血液中の薬物濃度を測定するための
静脈採血手技や救急時の心肺蘇生法も体験できます。

薬の効果を評価して副作用を回避する

～バイタルサイン測定/採血体験～

漢方調剤体験
★漢方薬やその原料となる生薬の味、香りが体験できます。また，昔の器具
を使った漢方の調製や，実際に医療で使われている漢方薬の調剤も体験
いただけます。現在利用されているさまざまな生薬の標本も展示します。

本物の漢方薬に触れてみよう！
10：30～13：30

模擬講義
★昭和大学薬学部の教員による模擬講義を行います。
①薬物乱用の恐怖とその精神破壊のメカニズム
（毒物学 教授 沼澤 聡）
②がん治療の最前線
～内なる力”免疫システム”を活性化してがんに立ち向かう～
（腫瘍細胞生物学 教授 柴沼 質子）

教員による模擬講義
①11：30～11：55
②13：30～13：55

相談
学生によるキャンパスライフ紹介・相談
6 年間のキャンパスライフ
4 学部合同のクラブ活動

★1 年生から 6 年生までのキャンパスライフを紹介します。

★在学生が寮生活、カリキュラムについての疑問・質問に答えます。
★昭和大学の代表的なクラブ活動を紹介します。

国際交流

★グローバルな交流プログラムを紹介します。

“One Showa”の研究・教育活動

★学部を越えた研究：薬理科学研究センター
基礎から臨床まで、学部の垣根を越えた様々な研究と指導体制を紹介し
ます。
★学部連携教育：在宅チーム医療教育推進プロジェクト
在宅医療で活躍できる医療人育成のための学部連携教育を紹介します。

在学生とのフリートーク

★在学生が寮生活・授業等、学生生活に関する疑問・質問に答えます。

個別相談
教員による個別相談

★教員による入試・学生生活・国家試験等に関する相談コーナーです。

お帰りの際はアンケート記入にご協力ください。

タイムテーブル
受付10:00～

11:00
10:30

薬学部の特色

12:00
11:30

14:00
13:30

2回目

1回目

チーム医療教育について

13:00
12:30

1階上條ホール
※すべて同じ内容です

薬学部の入試

2回目

1回目

入学試験概要、入試情報ほか

1階上條ホール

※すべて同じ内容です

説 学費・奨学金・国家試験対策・就職等
明 学費・奨学金制度や国家試験対策・進路状況について

1回目

1階上條ホール

2回目
※すべて同じ内容です

臨床薬剤師へのｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ

2回目

1回目

卒業後のキャリアについて

1階上條ホール

※すべて同じ内容です

ＤＶＤ上映

地下1階バンケットルーム
（富士桜）

随時[所要時間 薬学部紹介約２０分 寮生活紹介約２０分]

薬学部紹介のDVD上映，寮生活紹介

病院薬剤部・救命救急センター 見学
各回１２名のみ（※同伴者見学不可）
①11：30～
⑥12：45～
②11：45～
⑦13：00～
③12：00～
⑧13：15～
④12：15～
⑨13：30～
⑤12：30～
⑩13：45～

キチンと薬が飲めるように支援する
～服薬支援体験～

体
験
・ 薬の効果を評価して副作用を回避する
見 ～バイタルサイン測定/採血体験～
学

7回目

4回目

1回目

3回目

10回目
8回目

5回目

2回目

6回目

9回目

1階エントランス
（受付・集合場所）

随時[所要時間15分～30分]

4階大会議室（赤松）

随時[所要時間15分～30分]

4階大会議室（赤松）

漢方調剤体験
本物の漢方薬に触れてみよう！

4階大会議室（赤松）

随時

教員による模擬講義
①薬物乱用の恐怖とその精神破壊のメカニズム
（毒物学 教授 沼澤 聡）
②がん治療の最前線～内なる力”免疫システム”
を活性化してがんに立ち向かう～
（腫瘍細胞生物学 教授 柴沼 質子）

6年間のキャンパスライフ

１回目

2回目

3階中会議室（山百合）

随時

地下1階バンケットルーム
前ホワイエ

随時

地下1階バンケットルーム
前ホワイエ

随時

地下1階バンケットルーム
（富士桜）

随時

地下1階バンケットルーム
（富士桜）

寮生活、授業等の相談

随時

地下1階バンケットルーム
前ホワイエ

教員による個別相談

随時

地下1階バンケットルーム
（富士桜）

随時

1階エントランス

1年生から6年生までのキャンパスライフ紹介

4学部合同のクラブ活動
クラブ活動紹介

国際交流紹介
グローバルな交流プログラムの紹介

相
談 "One Showa"の研究・教育活動
在学生とのフリートークコーナー

受 受付・資料配付・ｱﾝｹｰﾄ回収
付 大学案内等を配布

ご案内
■サマーオープンキャンパス臨床薬剤師体験（8月23日（金））を実施します！※参加は事前申込制です。下記QRコードもしくは本学HPよりお申し込みください。
■富士吉田オープンキャンパス（10月12日（土））を実施します！※参加は事前申込制です。下記QRコードもしくは本学HPよりお申し込みください。
富士吉田キャンパスでの全寮制教育を体験していただく見学会を開催致します。実際に学生寮の中も見学できます。

■富士吉田校舎施設見学会を実施します！※参加は事前申込制です。※参加は事前申込制です。下記QRコードもしくは本学HPよりお申し込みください。
富士吉田オープンキャンパス以外にも、寮を見学できるイベントとして「Campus Tour in summer vacation」と「Campus Tour on Saturday」を実施します。
Campus Tour in summer vacation：8月5日（月）・8月6日（火）・8月7日（水）・8月8日（木）
Campus Tour on Saturday：11月9日（土）

※オープンキャンパス参加は事前申込制です。

※お帰りの際はアンケート記入にご協力ください。

フロア案内
上條記念館
【1 階】

【地下 1 階】

上條ホール

バンケットルーム（富士桜）
＜キャンパスライフ紹介＞

上條ホールは 2 階席もあります。全体

バンケットルーム前ホワイエ

説明会で 2 階席ご利用の際は、こちら

・6 年間のキャンパスライフ紹介

の階段からお上がりください。

・4 学部合同のクラブ活動紹介
・在学生とのフリートーク

病院見学ツアー

EV

EV

受付・集合場所

＜キャンパスライフ紹介＞

受付

バンケットルーム（富士桜）

＜全体説明会＞

EV

・国際交流紹介
・研究・教育活動

上條ホール

＜DVD 上映＞
バンケット
ルーム（富士桜）

・教員による個別相談

【3 階】

【4 階】

中会議室（山百合）

大会議室（赤松）

＜模擬講義＞

EV

中会議室（山百合）

＜体験コーナー＞
大会議室（赤松）
・服薬支援
・バイタルサイン測定/
採血
・漢方調剤

EV

EV

体験/見学プログラム案内

「医療を支える臨床薬剤師」って何をするの？
これからの薬剤師の仕事は 「対人援助職」 となります。昭和大学薬学部では、医系総合大学の特色を最大限
に生かして、チーム医療に強い臨床薬剤師を育てる教育を実践しています。
これまでの薬剤師のイメージとはチョット違う 「医療を支える臨床薬剤師」 を体験/見学してください。
体験/見学プログラムは、どこからでも体験できます。
医療を支える臨床薬剤師 見学①

チーム医療で患者に適切な薬物治療を提供する 〜大学病院薬剤部・救命救急センター見学〜
受付・集合場所 ：１階 エントランス
所

要

時

間

： 20 分程度 （各回 12 名、同伴者見学不可）

医療を支える臨床薬剤師 体験②

キチンと薬が飲めるように支援する 〜服薬支援体験〜
場

所 ：4 階大会議室（赤松）

所 要 時 間 ： 15〜30 分程度

高齢者や運動障害のある患者さんには、安全にお薬が
飲めるよう、薬剤師からの服薬支援が必要です。
薬剤が簡単に取り出せる器具、薬がツルッと飲みやすく
なる水オブラート法、そして、お薬をチューブを通して投
与するための簡易懸濁法が体験できます。

医療を支える臨床薬剤師 体験③

薬の効果を評価して副作用を回避する 〜バイタルサイン測定/採血体験〜
場

所 ：4 階大会議室（赤松）

所 要 時 間 ： 15〜30 分程度

薬の服用後にその効果や副作用の有無を確認すること
は薬剤師の重要な仕事です。
薬効評価に有用な指標である血圧、脈拍、肺音、腸音
等の測定手技等が体験できます。
また、未来に向けて、血液中の薬物濃度を測定するた
めの静脈採血手技や救急時の心肺蘇生法も体験でき
ます。

